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午後３時開会 

○人権・男女共同参画担当課長 では、定刻になりましたので、ただいまより令和２年度

第１回男女共同参画推進部会を開催いたします。 

 開会に先立ちまして生活文化政策部長より御挨拶を申し上げます。 

○生活文化政策部長 皆様、こんにちは。生活文化政策部長でございます。昨年度に引き

続いて担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年度の第１回目の審議会、６月２日でご

ざいますが、書面開催とさせていただきました。また、本日は第１回の部会でございます

が、オンラインでの開催とさせていただいております。 

 部会長をはじめ、引き続きの委員の皆様、また、新たに御参加いただきました委員の皆

様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日のオンライン開催、こういう形は初めてですので、不慣れな点、御容赦いただきた

いと思います。 

 さて、６月２日の第１回の審議会では、第二次男女共同参画プランの調整計画の策定に

向けてその検討に入りますことを御報告しております。審議会資料でお示ししております

が、具体的な検討についてはこの部会で御検討をお願いしたいということでございます。

今年度から令和３年度にかけての検討ということで、少し長丁場になりますので、御協力

のほどよろしくお願いしたいと存じます。 

 本日は、この調整計画策定の基礎資料とするため、今年度、区内企業の男女共同参画に

関する意識・実態調査を実施いたします。その調査内容について御意見をいただきたく、

協議事項とさせていただいております。 

 また、ＤＶ被害者支援の取組みについて、コロナの関係で在宅ワークが増えたことによ

って、ＤＶ被害が増加しているとも言われております。令和元年度の状況の御報告、併せ

て最近の取組みについて御報告したいと考えております。 

 本日も委員の皆様には御意見、アドバイスなどを頂戴してまいりたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 ありがとうございました。 

 では、これより資料等を確認いたしますが、今回、部会として皆様でお顔合わせが初め

ての回ですので、ここで皆様の御紹介を、私からお名前をお呼びしますので、手を挙げて

いただければと思います。 
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 江原部会長でいらっしゃいます。加藤委員でいらっしゃいます。上杉委員でいらっしゃ

います。藥師委員でいらっしゃいます。池田委員でいらっしゃいます。霜崎委員でいらっ

しゃいます。小島委員でいらっしゃいます。今回、新しく公募区民でいらっしゃいますお

２人です。藤原委員でいらっしゃいます。蔡委員でいらっしゃいます。 

 それから本日、事務局側にらぷらすの館長にも出席いただいています。よろしくお願い

いたします。 

 委員の御紹介は以上でございます。 

 では、会議開催に際して、３点ほどお知らせをいたします。毎回このことは皆様にもお

知らせしておりますが、１つ、この審議会は傍聴を認めております。公開で行っておりま

す。また、部会での議事については、議事録や当日の資料等を区のホームページで公開を

いたします。そのため、速記事業者が入りまして、録音もいたしております。以上３点に

ついて御了承くださいますようお願いいたします。 

 また、今回はオンラインの開催ですので、これから申し上げる点について御承知おきく

ださい。 

 １つがウェブ会議サービスのＺｏｏｍを使用しておりますが、無料版ですので、実は一

度の会議につき40分までという時間制限があります。このため、40分を経過する前に会議

を一旦切って休憩を入れさせていただきます。今回は２回、議事(1)の事務局の説明の後

と、次第にある議案１で皆様からの御意見、御質問をいただいた後に休憩を入れます。 

 切断後は、５分後にまた再開しますので、最初にお集まりいただいたのと同じ手順で再

度ログインをお願いいたします。また、ミーティングＩＤとパスワードは、休憩後も同じ

ものをお使いください。 

 発言する際ですが、手をカメラから見えるように挙げていただき、部会長から指名され

た後に発言をしてください。複数の方が同時に話をしてしまうと聞き取りにくくなってし

まう可能性がありますので、御協力をお願いいたします。 

 また、発言時以外はミュートに設定していただけると、聞き取りやすくなると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 記録のために、事務局でＺｏｏｍのレコーディングを行っています。参加の皆様は録

音・録画やスクリーンショットなどは御遠慮ください。 

 Ｚｏｏｍにはテキストチャットもありますが、記録には残りません。一時的に席を外す

ときなど、事務的な御連絡にのみお使いください。 
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 御不明な点がございましたら、事務局まで電話またはメールでお尋ねください。 

 本部会は、今回、過半数、皆様の御出席をいただいていまして、部会は過半数の出席で

成立いたします。会議は成立しております。 

 また、傍聴は、今回４名の方がオンラインで参加してくださっています。 

 では、次に、事前にお送りした資料の確認をここでさせていただきます。お手元に資料

はおそろいでしょうか。 

 まず１番上が次第です。 

 また、資料１－１として「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」の実施に

ついて。 

 次が資料１－２「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」令和２年度設問一

覧表（案）。 

 次が資料１－３「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」令和２年度調査票

（案）。 

 資料１－４（参考）「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」平成27年度調

査票でございます。 

 次に資料２－１、令和元年度配偶者等暴力被害者支援の取組み。 

 資料２－２、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた令和２年度の取組み状況、以上と

なります。もし足りない方がいましたらお手をお挙げください。よろしいですね。 

 それでは次第の２、議事に移ります。ここからは部会長、進行をお願いいたします。 

○部会長 音声は大丈夫でしょうか。ありがとうございます。こういうＺｏｏｍでの開催

は初めてですので、私のほうも不慣れなところがあると思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは次第の２、議事に入らせていただきます。議事(1)は【協議事項】「区内企業の

男女共同参画に関する意識・実態調査」の実施についてでございますが、これについて事

務局より御説明をお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 では、説明をさせていただきます。 

 この調査は、第１回の審議会で説明させていただいたとおり、現行のプランの後期計画

に当たる第二次男女共同参画プラン調整計画を策定するに当たり、基礎資料とするために

実施するものでございます。 

 前回調査の結果では、区内の事業者の業種は、多い順に医療・福祉、教育・学習支援、
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卸売・小売企業でした。恐らく今回もこの傾向は変わらないと見ております。従業員数

は、医療・福祉と卸売・小売業は圧倒的に50人未満が多く、教育はそれより少し多い100

人未満までが多い状況でした。職種的には、テレワークが難しいと思いますが、このコロ

ナ禍で何とかして事業継続したところもあると考えており、そのときの取組みを継続する

ことで働き方改革につなげていってもらえればということも考えております。 

 区で雇用関係を所管しております経済産業部工業・ものづくり・雇用促進課では、コロ

ナ禍における区内事業者の状況を把握するため、６月末に区内事業者を対象にアンケート

を行い、15社程度からですが、回答がございました。 

 区内の事業者は、これまで人員の確保が大きな課題でしたが、コロナの影響により、清

掃、介護、建設など、これまで人員の確保が難しかった業種に応募が増える傾向があり、

卸売・小売業も一部求人が増えておりますが、対面主体のサービス業は求人が落ちている

といった状況でございます。 

 在宅勤務については、自粛要請の時期は実施していたが、今はやっていないというよう

なことが報道で聞こえてきているとのことで、今回、当課の調査でもそのあたりが項目化

されることはよいことだということで、所管からも話があります。 

 また、区内事業者に向けては、テレワークやコワーキングスペースの活用などによる多

様な働き方の推進と採用定着支援を引き続き進めていく予定であり、今後、当課が作成し

ていく調整プランにおいても、その部分を書き込んでいきたいと考えているということで

ございました。 

 なお、本日は、工業・ものづくり・雇用促進課の担当者がオブザーバーとして出席して

おります。 

 また、この調査を含むプラン調整計画策定支援業務を委託している株式会社生活構造研

究所の担当者がこの部会に事務局側として出席しておりますので、御承知おきください。 

 それでは、調査の詳細については担当職員から御説明をいたします。 

○事務局 担当から、調査の概要と今回の調査設問について御説明いたします。 

 資料１－１を御覧ください。１、主旨は、先ほど課長から申し上げたとおりです。 

 ２、調査概要について。第１回審議会から変更点が幾つかございますので、改めて御説

明いたします。 

 (1)調査対象について、区内にある従業員20人以上の全事業所を対象に実施いたしま

す。およそ2200件程度になると見込んでおります。平成28年の経済センサスで20人以上の
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事業所が2470件ございました。ここから廃業・移転等により調査対象外となる事業所が１

割程度はあるのではないかと想定しております。 

 抽出するデータベースですが、総務省統計局の管理している事業所母集団データベース

を使用する予定です。これは、経済センサスのデータを基に、統計局が事業所の所在地や

連絡先等の情報をまとめ、国の様々な調査の結果を基に逐次アップデートをかけていくと

いうものですので、直近の平成28年の経済センサスよりも新しいデータが手に入ることに

なります。 

 (2)調査方法について。ウェブに回答フォームを設置することにいたしました。対象事

業所に調査用紙を郵送し、郵送またはウェブで回答という方法になります。なお、郵送に

よる督促を１回行います。 

 (3)調査期間について。当初は10月に実施する予定でしたが、コロナの影響を少しでも

避けるために、１か月後ろ倒しすることといたしました。 

 ３、調査設問について。５年に１度の調査ですので、調査の継続性の観点から、基本的

には前回の調査設問を引き継いでいく形となります。ただ、この５年間での新たなトピッ

クを追加するために、一部を入れ替えたりして、前回の31問のうち、７問削除、９問追加

し、今回全34問の案を作成いたしました。 

 資料１－２に設問の一覧表、資料１－３に令和２年度調査の調査票の案、資料１－４に

参考として前回調査の調査票をおつけしております。資料１－１に沿って御説明します

が、資料１－２の一覧表も併せて御覧ください。前回平成27年度調査の問番号と、今回令

和２年度の調査の問番号が併記されております。 

 (1)削除する設問について。①、②、③はいずれも女性活躍推進法の施行により削除す

るものです。令和２年度の問５と問６で、女性活躍推進法について尋ねます。また、②の

ポジティブ・アクションについては、女性活躍推進法により取組みが進められておりまし

て、国や都の計画でも、この用語を使った取組みは大分落ち着きを見せているということ

があるので、一旦削除し、問３のポジティブ・アクションの認知度のみ、第二次プランの

数値目標に採用していることもありますので、これだけ継続して尋ねます。 

 ④は、行政への要望を最後にまとめて尋ねることとしたため、削除するものです。 

 ⑤については、前回の調査では、子育て中の女性の正社員の採用についてどう思います

かと尋ねた上で、積極的に採用している理由、採用が難しい理由、両方とも尋ねていたの

ですね。今回は、少しでも設問を減らすことを考えたときに、採用が難しい理由のほうが
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重要だと考えたために削除したいと考えています。 

 ⑥は、資料１－２の項目Ⅴ、職場のハラスメントを御覧ください。前回の調査ではマタ

ニティハラスメントについて独立して尋ねていましたが、今回の調査では、マタハラやＳ

ＯＧＩハラを含むハラスメント全般についての設問を新設したり、そういうものに修正し

たりするために、マタハラだけを取り上げたものは削除することを考えています。 

 (2)一部を修正する設問についてですが、①については、継続して尋ねる設問は、一言

一句変えないというのが大原則ではありますが、国や都の類似調査との比較を考えて必要

な見直しを行い、質問文や選択肢を一部修正することを検討しております。 

 また②は、先ほども触れましたが、ハラスメント全般についての設問に修正します。 

 また、幾つかのトピックについては説明文を用意しております。もちろん社会調査とし

ては推奨されないことと存じますが、この調査は事業所に向けた啓発とか情報提供という

意味合いも含まれておりますので、必要に応じて説明文を挟むこととして、法令や制度の

改正を反映させるなど最新の情報に更新しております。 

 (3)新たに追加する設問について。前回調査以降の法改正や新たな施策などを踏まえ

て、①から⑧までの設問の追加を考えております。ここまでの御説明で少し触れた部分も

ありますが、改めて御説明します。質問文や選択肢は、資料１－３、今回調査の調査票の

案を御覧ください。 

 ①は、平成28年４月に全面施行された女性活躍推進法に関する設問です。一般事業主行

動計画の策定義務の認知度、策定の有無、策定の効果を尋ねています。 

 ②は、労働施策総合推進法改正により令和２年６月から職場におけるパワハラ対策が事

業主に義務化され、ハラスメント対策が強化されたことの認知度を問う設問です。工業・

ものづくり・雇用促進課からも、これをぜひ聞いてほしいとの要望を受けております。 

 ③から⑤は、多様性の尊重として、条例とパートナーシップ宣誓の認知度、また性的マ

イノリティへの配慮についてお尋ねします。 

 ⑥から⑦は、コロナへの対応と働き方改革への影響を問う設問です。この時期に調査を

やるからには、やはりコロナが事業者の取組みにどういう影響を与えているのか尋ねる必

要があると考えております。⑥問31では、コロナを受けた働き方改革関連の取組みを挙げ

てもらい、⑦問32では、働き方改革にどのような影響を与えたか、そのレベル感を尋ねて

います。なお、コロナ関係の統計調査では、独立行政法人労働政策研究・研修機構が統計

をまとめており、コロナショックが女性の仕事に大きな影響を及ぼしていると考察したレ
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ポートを公開しているほか、東京都の中小企業向けの年次調査でも、コロナの影響につい

て尋ねる予定があると伺っております。 

 ⑧は、これまでトピックごとに尋ねていた行政への要望をまとめて尋ねる設問です。 

 ４、今後のスケジュールですが、本日いただいた御意見を基に調査票を練り上げ、８月

24日の第２回の部会でお示しして、調査票を確定させたいと考えております。 

 11月に調査を実施し、来年１月下旬を予定しております第３回の審議会で調査結果の速

報値が御報告できるかと思います。調査報告書は３月下旬に発行予定となります。 

 御説明は以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、一旦ここで５分間の休憩とします。休憩後、委員の皆様から御意見等をお伺

いいたします。休憩後も同じミーティングＩＤとパスワードで入れますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

（中断） 

○部会長 それでは、会議を再開いたします。先ほど御説明ありました区内企業の男女共

同参画に関する意識・実態調査の実施について何か御意見ございますでしょうか。御意見

ございます方はお手を挙げてください。 

○委員 意見ではなくて１つ質問ですが、大丈夫でしょうか。調査概要の調査対象は、区

内にある従業員20人以上の全事業所ということですが、この準備段階で、20人以上という

のはどういう理由だったのだろうかという見直しをされていたかと思うのですが、それは

何か結論が出たのでしょうか。あったら教えていただきたいのですが。 

○部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 それでは、事務局からお答えします。 

 20人以上の根拠ですが、都が行っている男女雇用平等参画状況調査というものがありま

す。こちらの調査で、30人以上という条件をつけておりまして、それに沿ってこの区の調

査も設定をしております。世田谷区のみだと、30人以上では規模が小さいので、20人以上

としたものと考えられます。それが根拠と言えば根拠で、ちょっと弱いところが正直なと

ころではございます。 

 調査規模の感じからすると、世田谷区で20人以上と言うと2000件余りで、調査規模とし

てはちょうどよい規模感にはなるかなとは思っております。 

○委員 ありがとうございました。調査の継続性もありますので、それ自体は構わないの
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ですが、どういう根拠なのかということで議論されていたかと思いますので、その確認を

したかった次第です。 

 あと、事務局の作業しておられるところはミュートにしていただいたほうが、がさがさ

する音が大分入っていますので、御発言されているところ以外はミュートしていただけれ

ばと思いますが。 

○事務局 失礼しました。 

○委員 もう一つあるのですが、これは調査票そのものの質問項目に関わることですが、

これはもう質問してもよろしいでしょうか。 

○部会長 いいと思います、時間がないので、どうぞ。 

○委員 分かりました。 

 資料１－３の調査票（案）ですが、５ページで付問６－１というのがございます。問６

で、「１．策定している」と記入された事業所のみというところで、選択肢が並んでい

て、女性従業員の労働意欲が向上したとか、選択肢があるのですが、１から９までは何ら

かのプラスということのようですが、10は「従業員又は取引先からの理解が得にくく、か

えってマイナスであった」という選択肢です。何となく分かるような分からないような文

言かなと思うのですが、どういうマイナスを想定というか予測しておられるのか、もしお

ありでしたら教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○部会長 事務局、よろしいですか。調査票原案の５ページ、３の女性活躍推進法に基づ

く事業主行動計画についての取組みの問６、その付問６－１……。 

○事務局 事務局からお答えいたします。取引相手にとって、その会社が女性活躍推進に

取り組んでいるということについてネガティブな評価を受けたときのことを想定していま

す。以上です。 

○委員 でも、もしそれが絞られているのであれば、本当はそういうことが分かるような

文言にされたほうがよいと思いますが、継続性を重視されるなら変えられないですが、プ

ラスのほうは１から９まで細かくあるのに、マイナスは１つなので、全く種類の違うマイ

ナスの意味を全部ここに込めるような形になるかなと思います。今のだと、経営上の、あ

るいは取引上マイナスということで、もうけにつながらなかったという意味ですよね。も

しそのようにはっきりされているのであれば、本当はそのように明確な文言にしたほうが

よいかとは思います。継続性との兼ね合いだと思います。差し当たり以上です。 

○部会長 御意見ありがとうございました。ちょっと事務局、御検討願います。 
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○事務局 この設問は新設なので、継続性はあまり気にしなくてよいので、検討します。 

○部会長 ほか、いかがでしょうか、どなたでもよろしいのですが。 

○委員 資料１－３の15ページで、職場のハラスメントの問いで、平成27年度の調査と比

べると、職場のハラスメントの説明は大分詳しく書かれていると思うのですが、パワハラ

とセクハラとＳＯＧＩハラとマタハラが、この説明文は全体的に一緒になっていて、マタ

ハラとＳＯＧＩハラについては次のページにもちょっと説明はありますが、ハラスメント

の、パワハラ、セクハラ、ＳＯＧＩハラ、マタハラの具体例とかを入れないと分かりにく

いのではないかと少し思いました。この①、②、③の説明は正確だと思うのですが、我々

としては分かると思うのですが、一般の方はこれで分かるのか、イメージが湧くのかとい

うことがあったので、具体例とかを入れるのはどうかなと思いました。 

 取りあえず以上です。 

○部会長 今の点はいかがでしょうか。職場のハラスメントについての説明あるが、具体

例がないので、これで分かるかどうかという御質問です。どなたかお答えいただけますか

ね。あるいは検討していただくということでよろしいですか。 

○事務局 事務局で検討いたします。 

○部会長 ほかの方、この点、御意見ありますか。分かりにくいとか、これで十分とか。 

○委員 併せてですが、そのハラスメントのところの問25の設問について、「何らかのハ

ラスメント」という表現になっているのですが、ここもちょっと分かりにくくないかな、

「何らかのハラスメント」とは何を指すのかがちょっと分かりにくくないのかなと思いま

したので併せて、前回のを見ると、そこは「セクシュアルハラスメント・パワーハラスメ

ント等の何らかのハラスメント」となっていたので、ちょっとざっくりと「何らかのハラ

スメント」だと分かりづらくないかと思いましたので、検討していただければと。 

○部会長 どうもありがとうございます。 

 この点、いかがでしょうか、同様の御意見ある方もいらっしゃるかと思いますが。どう

いたしましょうね、何らかのハラスメントが問題になったことがあるかということで、ハ

ラスメント、いろいろなものの中のどれでも１つ、どれでもいいよというか、どれか１つ

でも問題になったことがあるかという意味がちゃんと通じるかということですね。何かち

ょっと「何らかのハラスメント」というタイプのハラスメントがあるのかという感じもし

ますが、そういうことと取る人はいないか。この辺のワーディングですが、いかがでしょ

うか、事務局、お願いします。 
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○事務局 実はこの質問は、次のページに行きますと、そのハラスメントの種類は何です

かというのを具体的に伺っている状態です。想定としては、そこで大丈夫かと思っていた

のですが、「セクハラ、パワハラなどの」と書くことはできるかと思います。いずれかの

方法で検討をいたします。 

○部会長 いかがでしょうか、よろしいですか。はい、ありがとうございました。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○委員 よろしいでしょうか。 

○部会長 はい、どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。ちょっと厚労省が行った職場におけるＬＧＢＴに関する

実態の報告書と調査票をチャットにお送りしました。趣旨としては、性的マイノリティへ

の配慮について、今回入れていただいてすごくありがたいなと思っていて、本当に感謝を

しておるのですが、貴重なその設問、参考程度入れていただけるのだなというところです

が、ちょっと何を問うべきなのかということを要議論だなと思っております。 

 今聞いていただいている項目ですと、問30で「性的マイノリティへの配慮が必要だと思

うことは何ですか」と―すみません、もう設問の細かいところまで今言ってしまって大

丈夫ですか。 

○部会長 これは、御意見として伺ってよろしいのですよね。はい、大丈夫です。 

○委員 いいですか、すみません、細かい話になるのですが、「性的マイノリティへの配

慮が必要だと思うことは何ですか」と聞いていただいているのですが、実際に何をやって

いるのかとか、実際に対応の必要性を、ＬＧＢＴの相談があるのかとか、何を対応してい

るのかという実態もきちっと聞いていく必要があるのかなと思っております。 

 例えば、その上、問27、「ハラスメントを防止するために、どのような取組みを行って

いますか」というところですと、取組みについて実施の有無を聞いているので、このよう

な聞き方でもよいのではないかとか、もしくは、もう何問か聞いていただけるのであれ

ば、必要性をどのように感じていて、実際取り組んでいるのか取り組んでいないのかと

か、社員としてその取り組む必要性があるような相談があるのかといったところまで踏み

込んで聞いていく必要があるかなと思います。 

 一方で、どこまで聞いてしまうと聞き過ぎになるのかは、厚労省の調査を基に検討して

いく必要があるのではないかと考えています。以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。問30ですね。今は「配慮が必要だと思うこと
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は何ですか」という形の問いですが、前のところで、ハラスメントについては「どのよう

な取組みを行っていますか」と聞いているのに、ここでは何をやっているかは聞いていな

いで、何が必要だと思うかという聞き方になっているけれども、それでよいのか、むしろ

実態を調べたほうがよいのではないかという御意見でよろしいですか。 

○委員 はい、そうですね。あとは取れるのであれば、実際に社員としてＬＧＢＴの方が

いるのかとか、まあ、厚労省のほうだと、聞いているのですね。なので、それを聞くべき

なのか、聞かないべきなのかは議論ですが、一つ情報としては必要な可能性もあるので、

検討の余地があるとは思っています。 

○部会長 いかがでしょうか、事務局、この辺の何で「必要だと思うことは何ですか」と

いう問いになったのか、このあたりの狙いについてお願いいたします。 

○事務局 事務局からお答えします。今回、性的マイノリティについての、ハラスメント

について新規で入れるというところまでは、こちらで項目を立て、委託先とともに内容の

検討はしてきたのですが、まだそこまでの掘り下げた検討は、正直できていないという状

態なので、設問数との兼ね合いで許す中で、先ほど委員から教えていただいた資料を見な

がら、もう一回検討させていただければと思います。 

○部会長 どうもありがとうございました。必要だと思うことって、何か曖昧ですよね。

必要だと思っているけれども、やっていないとか、必要だと思っていないからやっていな

いのか、必要だと思っていないけどやっているとか、よく分からないところがあるので、

何を聞きたいのかはちょっと、確かに聞かれる側からとしても曖昧な問いかなという感じ

はします。ちょっとその辺、御検討いただければと思います。 

 これは、例えば、もしそうであるとすれば、今やっていることと、近々手をつけようと

思っていることと２つ聞くとか、そういうことであるならはっきりしているのですが、必

要だと思っているけれども、一生やらない人もいますので、その辺がよく分からないなと

いう感じになっています。 

 ほか、いかがでしょう、よろしいですか。 

○委員 お世話さまでございます。聞こえていますか。 

○部会長 大丈夫です。 

○委員 19ページの新型コロナのところの設問で、ちょっと気になるところがございまし

て、⑦の「所定外労働の免除」というところですが、所定外労働というのは残業のことで

すよね。残業というのは管理責任者が部下に命じてさせるのが原則なので、免除という言
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葉はちょっと意味が通じないのかなと思って。もし書くのであれば、私のイメージだと

「所定外労働の禁止」というようなイメージを言っているのかどうか、そこは回答者が迷

うかなと思っておるのですが、いかがでございましょうか。 

○部会長 はい、よろしくお願いします。言葉遣いですが、「所定外労働の免除」となっ

ているところが答えにくい、つまり意味が通じにくいということですね。 

○委員 はい、そうです。 

○事務局 ありがとうございます。残業についての何らかのアクションというところを目

していることは御指摘のとおりですので、事務局側で検討いたします。 

○部会長 「所定外労働の禁止」というのが通常、分かりやすい言葉であるという意味で

よろしいでしょうか、ありがとうございます。 

 どうもありがとうございました。ほか、いかがですかね、どなたからでも結構ですが、

特にございませんか。 

○委員 初めまして、よろしくお願いします。感想だけ述べさせていただきたいと思いま

す。初めてなので緊張しています。 

 多様性の尊重というところがありまして、説明の文章があるのですが、この中で「性別

等や文化的違いによる不当な取扱い」というような文言が出てくるのですが、条例の中で

は「差別」と出てきていると思うのですね。この辺、何かお考えがあってこうなっている

のかなとちょっと感じました。 

 あと、もう設問がたくさんなので、もうこれ以上は無理なのかなと思うのですが、この

多様性の尊重の中で、外国籍や文化の違いによる、世田谷で働いている外国人の問題とい

うのは、なかなか入れるのは難しいのかなという、特にコロナの中で、外国人の就労がと

ても問題になったりしていますので、そんなこともちょっと感じたところであります。あ

りがとうございます。 

○部会長 どうもありがとうございます。まず、18ページの条例の説明のところに、条例

では「差別」ということがしっかり書いてあるのに、ここでは「性別等や文化的違いによ

る不当な取扱い」という言葉になっているのは、何か理由があるのかという御質問と、も

う一つが、ここでは文化的多様性に関連するような項目がないが、それについてはどのよ

うにお考えかということだと思います。 

 事務局、御回答をお願いします。 

○事務局 ありがとうございます。まず、条例の御説明については、かいつまんで分かり
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やすい説明をということで、事務局と委託先で作文したものでございます。今の御指摘を

踏まえて修正を検討いたします。 

 また、多文化共生、外国のルーツを持つ方、こちらで暮らしているところで、例えばコ

ロナの影響でなどのお話は問えないのかということでしたが、８月に多文化共生推進部会

があると伺っております。今日の御発言を多文化部会の担当にも伝えて、多文化のほうで

そういうことは今後予定がないのか、検討しないのかをお答えできるかどうか調整いたし

ます。 

 事務局からは以上でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○部会長 これは区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査ですが、例えば多文化

共生のほうでも同じような実態調査あるいはヒアリング等を行う予定があるのか等、ある

いはほかのところで何らかこういうものについての調査があるのか等々の、そういった情

報がやはり必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 すみません、事務局から補足いたします。多文化については昨年度、区内で暮

らす外国の方についての実態調査等を既に終えておりまして、今年度、具体的な調査予定

はございません。ただ、そのほかの事業の中でそういうことが取れるチャンスがないのか

という目線で、多文化の担当者には、今日の御発言を引き継ぎたいと思います。 

○部会長 仮にどこも調査をしていないということがあるとすれば、確かに項目は厳しい

ですが、何らかの対応ができたらいいなと私も思います。よろしくお願いします。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○委員 初めまして、よろしくお願いします。 

 感想にとどまると思いますが、今回この実態調査の中で、まさに事業者さんが一番今旬

というか、気になっているコロナを踏まえた働き方というところにフォーカスして追記い

ただいたのは非常によかったなと思っています。 

 私はこの調査票を事業者さん目線で回答してみたのですが、何かできていないという気

持ちとかがすごく湧いてくる、よくしたいけれども、難しいなということもいろいろ思い

ながら回答されるのではないかと思っていまして、例えば５ページで、効果について聞い

ているところがあるのですが、策定して行動していったことによって、よいことがあった

ということは、多分データとして後からフィードバックはあると思うのですが、様々な業

態で、その規模も違ういろいろな事業者さんが、グッド事例というか、うちに合う事例は
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どんなことがあるのかをすごく求めていらっしゃるのではないかと思っていまして、そう

いうグッド事例みたいなものの収集がフィードバックできたらいいなということを１つ感

想として思いました。 

 それから、この調査票のそもそもの回収率はどのくらいあるのかを教えてください。 

○部会長 どうもありがとうございました。ここで出るかどうか分かりませんが、付問６

－１で様々なプラスの効果について聞いていますが、ここからよい、グッドプラクティ

ス、そのような事例があったらフィードバックすることも非常に重要だという御指摘と、

そういう仕組みが、例えば世田谷区ではこんな形でやっているというものがあったら教え

ていただきたいということも、私も知りたいです。 

 もう一つが、実際回収率は、全体のことしか分からないと思うのですが、どのくらいを

想定しているのでしょうかということです。 

 事務局、お願いします。 

○事務局 まず、グッド事例のことからお伝えいたします。実は世田谷では過去14年ほど

にわたって男女共同参画先進事業者表彰というものをやってまいりました。昨年、一昨年

ともに４社の区内のすぐれた事例を持つ事業者を表彰し、その顕彰のリーフレット等も作

成し、様々なイベント等でのＰＲをさせていただいております。 

 すなわち、この５年に１度の調査がないときにも継続して発信をしてきたのですが、今

年度については、このコロナ禍における事業の緊急見直しの結果、表彰については１年間

休止という形で決定をしております。 

 あとは、今回の調査、自由記述欄がございますので、そういったところから拾えるもの

があれば、最後、報告書のほうでお示しできればと考えております。 

 それから、回収率の目標についてですが、前回回収率は23.9％でございました。今回も

せめてそのぐらいを目指したいとは思っているところでございます。 

 事務局からは、ひとまず以上でございます。 

○部会長 委員、いかがでしょうか。回収率はかなり低いですね。 

○委員 そうですね、一般の調査だと、忘れてしまうとか、面倒とか、あるかもしれない

のですが、この事業者調査の場合は、あえて出したくないとか、逆に課題がそのままに放

置されてしまうこともあるのかなと。それは分からないです、私の勝手な仮説ですが、な

ので、これを調査、回答することによってうまく、何か得られるというか、そういう仕組

みになっていたらいいなという意味で、先ほどの意見も申し上げた次第です。でも、３
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割、まあ、２割ぐらいはある数字かなという感じはしました。 

○部会長 どうもありがとうございます。 

 ほかの方、いかがでしょうか。実態としては、この２割、３割というあたりが回収率だ

とお考えのようでございます。回答した人が何かよいことになるとよいと思うのですが、

例えば、区でいろいろ募集する企業さんに対して、何か加点をするとかなんとかいうこと

があれば、恐らくちょっとは上がると思うのですが、関係ない業種も多いですから、関係

もなければ知らんぷりしてしまう可能性もあるということだと思います。 

 ほかにいかがですか、御意見等ございますでしょうか。 

 事務局に確認しますが、この調査票についての御意見を伺う機会はこれでもう終わりで

すか、いかがでしょうか。 

○事務局 今日いただいた御意見、それからこの部会後にメールや郵便、ファクス等でも

御意見をお伺いしたいと思っていますが、それらを踏まえて、８月24日開催予定の次の部

会で再度、案をお示しするところまで行きたいと思っています。 

○部会長 分かりました。この後、メール等で御意見をいただくこともできますし、最終

的には８月24日に原案が出て、そのときに言っても直りますか、ちょっと難しいですか。

できれば、その前のほうがいいですか。 

○事務局 もちろんその前のほうがいいですが、そのときでも、まだ修正までの時間はあ

ります。 

○部会長 はい。だそうですので、でも、こういうものについては、なるべく早めに御意

見をいただいたほうが、事務局も時間をかけて検討して、また修正できると思いますの

で、今ありましたらよろしくお願いいたします。 

 ミーティング残り時間が出てきたようですが、あと６分とかいう形になってまいりまし

たが、いかがでしょうか、今あったらお願いいたします。一度切らせていただきますが、

その後は別な議題に移りますので、もし御意見がありましたら、今お願いいたします。い

かがでしょうか。よろしいですか、大丈夫ですか。 

 それでは、ありがとうございました。一旦ここで５分間の休憩とします。休憩後、議事

の(2)から再開いたします。休憩後も同じミーティングＩＤとパスワードで入れますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、これで２回目を終わります。また５分後によろしくお願いします。 

（中断） 
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○部会長 会議を再開いたします。 

 では、次の議題に移ります。事務局より議題(2)令和元年度配偶者等暴力被害者支援の

取組みについて、御報告をお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 それでは、議事(2)令和元年度配偶者等暴力被害者支援

の取組みについて御説明いたします。お手元の資料２を御覧ください。 

 では、担当職員から御説明いたします。 

○事務局 それでは、事務局から御説明させていただきます。 

 区は平成30年４月に条例を施行し、その中の基本施策としてＤＶの根絶を掲げて取り組

んでまいりました。また、平成30年12月に配偶者暴力防止法、ＤＶ防止法３条に規定する

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を整備し、その後、おおむね１年と７か月、関

係所管と連携して被害者支援に取り組んでまいりました。 

 配偶者暴力相談支援センターになったことで、これまでの被害者の直接支援に加えて、

通報関係業務の処理、保護命令関係業務、そして証明発行業務ができるようになりまし

た。とりわけ事務局として大きいと思っておりますのは、配偶者暴力についての被害の相

談についての証明を区で出すことができるようになりました。住民票における支援措置の

申出書の意見書についても、発行ができるようになっております。 

 資料の２ページをおめくりください。この間の業務実績を経年で載せています。平成元

年度相談延べ件数1944、支援の実人数、頭数512、その512人の方の延べの相談件数が1944

となっております。いずれも前年度に比べて大きく増えております。 

 いただいた御相談の内容は２ページの下に載せましたが、傾聴から対応を始めるレベル

から、具体的な支援に向けた御相談、それから既にどこかでつながっている被害者を区の

支援・対応につなぐ相談などになっております。 

 ここまで件数が増えたことについては、皆様の意識が高まっていることに加えて、平成

30年12月に開始したＤＶ相談専用ダイヤルによって相談の入り口が広がったこともその一

助かと考えております。 

 また、１人の方に対して支援のために動く回数が増えてきたということも、現場で支援

をする子ども家庭支援センターからは聞いているところでございます。 

 先ほど御説明した配偶者暴力被害についての証明書の発行件数、３ページに載せてござ

います。 

 その次に参りまして、子ども家庭支援センターにおける一時保護の件数、４ページに載



17 

 

せてございます。いずれもこれは２年間を載せていますが、昨年度については数が増えて

おります。相談件数の増加によるものではないかと捉えております。 

 ＤＶ相談専用ダイヤルは、ナビダイヤルで鳴らしていただきますと、お住まいの地域の

子ども家庭支援センター、あるいは分からない方の場合はオペレーターによる御案内とい

う形でつなぐものですが、平成30年12月の運用開始からの実績を載せてございます。 

 月の件数については、この間は大きな変化はございませんでした。また、専用ダイヤル

にお電話がつながった後の子ども家庭支援センターでの対応数ですが、そのうちの47件が

電話１回で終わらず、面接に進んだりという形での支援につながっています。 

 ６ページへ参りまして、周知・啓発については、このようにしてまいりました。また、

外部団体の方もお招きしての研修や会議体等も実施しております。６ページ、６番で御報

告しております。 

 男女共同参画センターらぷらすにおいては、区の委託事業として、女性のための悩みご

と・ＤＶ相談を平成29年度から受託いただいております。電話相談や様々な変遷がござい

ましたが、その間の方式や件数について一表にまとめています。 

 平成30年度から悩みごと・ＤＶ相談という名前にしていただきまして、相談の日時等が

この段階で増えています。相談件数の推移は次のページにグラフでも載せています。 

 また、男性電話相談、昨年度15件の中でも、そのうちの３件についてはＤＶの相談であ

り、その後、東京ウィメンズプラザの男性相談等を御案内しております。若年層への啓

発、ＤＶ防止講座等の実施についてもそちらを御覧ください。 

 続いて、資料２－２にお進みくださいませ。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた令

和２年度の取組み状況について御報告します。 

 まず、男女共同参画センターらぷらすに委託でお願いしております女性のための悩みご

と・ＤＶ相談については、平成30年度の段階で一度時間数が増えていたのですが、新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止により、相談が増えることを想定し、５月10日より火曜と木

曜の夜、それから日曜日についても相談時間を拡大していただきました。現在、相談件数

も増加の傾向にございます。時間枠、件数については資料に載せましたので、御確認くだ

さい。 

 また、この相談において電話相談、面接相談が利用しにくいとのお声にも対応し、メー

ルでの御相談を受け付けられるように、男女共同参画センターと御調整を重ねて、７月１

日からメール相談を開始しました。今日までに１件御相談があったと伺っております。 
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 それから、10万円の特別定額給付金については、ＤＶにより、住民票ではない場所にお

住まいである方については、居所での申請ができるということで制度が始まりましたの

で、その対応も子ども家庭支援センターにおいて実施いたしました。その後、親族間暴力

等も対象に加わり、結果的に、今相談の件数、そして住民票ではない居所での申出などの

提出件数は、資料記載のとおりとなっております。 

 なお、参考に、各総合支所子ども家庭支援センターにおけるＤＶの相談件数、昨年と今

年の比較を載せています。コロナの影響はやはりうかがわれてきているところです。 

 ＤＶ相談専用ダイヤルも、開始から１年４か月、さほどの件数増加は見られませんでし

たが、今年度に入ってからは数が増えてきております。 

 皆様には附帯資料として、男性電話相談、ＤＶの相談先のカード、それから特別定額給

付金についての御案内のチラシ、最後に、らぷらすの女性のための悩みごと・ＤＶ相談の

相談日、時間帯拡大のチラシをお届けしているところでございます。 

 事務局からの御説明は以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、委員の皆様から何か御意見とか御質問ありましたら

お願いいたします。 

○委員 今の説明で、７月１日からメールでの相談を開始したということですが、このメ

ールでの相談のなりすまし対応はどのようになさっているのか、ちょっと気になったので

御質問したいと思います。 

○部会長 お願いいたします。 

○事務局 事務局から御説明いたします。 

 まず、このメール相談ですが、匿名での相談も可能としております。というより、らぷ

らす自体は、悩みごと・ＤＶ相談、最初は電話から入っていくのですが、その時点では匿

名での御相談も承っております。そのため、なりすましの危険がないとは言えない状態で

はございますが、そこも含めて相談の抵抗感を下げることのほうを重要視し、お願いをし

ているという状態でございます。 

 御説明は以上でございます。 

○部会長 なりすましの危険性はある形で相談を受け付けているということですね、その

ほうが重要であるという認識の上で。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 加えますと、この間、外出自粛ということが続い
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て、自宅で夫と妻と子どもという形で、すごく密になってしまっていて、電話はしにくい

とか、夜間もやっていますが、外出は、面接相談ももちろん大変来にくいですし、それか

ら電話も、夫がいるところではしにくいということで、こういう敷居の低いというか、手

が届くような手段ももう一つ持たなければいけないのではないかということで、リスクは

あるのですが、まあ、やってみましょうというところで始めております。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 今のことに関連しての御質問でも結構ですし、御意見でも構いませんが、ほかのことで

も結構です。 

○委員 別のことですが、この資料２－１の５ページ目の②で電話の件数が表でまとめら

れていると思うのですが、その令和元年度の９月と１月が１桁で少ないのはどういった理

由なのか、何か分析されていたら教えていただきたいというのが１つ。 

 あと、次のページでリーフレット等の周知・啓発で配布部数が書かれていると思うので

すが、このカードも今回頂いています。これはとてもよいと思うのですが、これをどうい

う形で配布しているのかと、どうせならもう全戸というのですか、郵送というかポスティ

ングというか、そういうことをしたりしてもよいのかなと。インターネット等で検索でき

る時代ではありますが、なかなかせっぱ詰まってそこまで思えない人も多くて、こういう

ものがぽっとあると気づいて見たりするような気がするので、そういうことはどうかと思

いました。 

 あともう一つ、最後に、８ページ目の男性電話相談ですが、ＤＶの被害者の相談が３件

あったということですが、加害者の人の相談というのはないのでしょうかね。もし加害者

の再発防止とか、そこもＤＶ防止の重要な点だと思うのですが、加害者関係の相談とか、

そういうものがあったりしたら教えていただきたいです。 

○部会長 時間がないので繰り返しませんが、事務局、お願いします。 

○事務局 まず、９月と１月の件数の減については、特段の思い当たる理由はございませ

ん。 

 次にカードの配布方法ですが、庁舎等の女子トイレ及び多目的トイレと、併せて区内病

院や産後ケアセンターの個室等での配布もお願いしております。 

 ダイヤルの存在については、先ほど御説明した特別定額給付金についての特集号、区内

全戸配布でしたが、そこにＤＶ相談専用ダイヤルについても併せて載せさせていただいた

ところでございました。 
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 今後、ダイヤルの周知については、もっと広げていきたいと考えております。 

 事務局からは、以上でございます。 

○部会長 補足は館長のほうでよろしいですか。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 加害者からというよりは、自分は妻から加害者と

言われている、自分としては自覚がないがというお電話をいただいたりはしております。

らぷらすはそれに対して説得したり、そういうことが役割ではありませんので、しっかり

お聞きして、必要であれば東京都の男性の相談のほうにリファーしたりしております。 

○部会長 いかがでしょう、よろしいでしょうか。 

 では、お願いします。 

○委員 すみません、２つ質問があるのですが、聞こえますか。コロナ禍の中で相談件数

が増加したということだったのですが、より深刻な状況にある人ほど、子どもがいたり、

夫がいつもいたりということで、相談がしにくい状況だったのかなとも思うのですが、実

際にどういう相談が増えていたのかを聞いてみたいと思いました。 

 ほかの自治体のＤＶセンターで、確かに増えたけれども、定額給付金の問合せがすごく

増えたみたいなことも聞いているので、実際に実態としてはどういうものが増えたのかを

ちょっとお聞きしたいということ。 

 もう一つの質問は、資料２－１の９ページの(6)サポートグループですが、平成30年度

も令和元年度も12回実施して、延べ人数が出ているのですが、なかなかちょっとグループ

として成立している人数ではないかなと感じたのですが、この辺は課題とか難しさとか検

討していることがあれば聞かせていただきたいと思いました。以上です。 

○部会長 委員の御質問に対してどなたかお答えいただけますか。 

○事務局 事務局からは、このコロナ禍で増えた相談のことについて御説明いたします。 

 委員御指摘のとおり、確かに、ずっと住民票ではない場所に住んでいたけれども、行政

に相談したことはなかったという方も、定額給付金を受けるための相談はたくさんくださ

っています。そういう方は、ある意味、行政の支援ニーズがさほど濃くない方なのです

ね。そうではなく、資料２－２、２ページに書きましたが、そういう給付金対応のケース

は51、子家センで取ってくれたケースの中で、２か月の間ですが、在宅になったためにＤ

Ｖや児童虐待が始まったり激しくなったということがうかがえるものは10、あとは、ＤＶ

相談の中にコロナによる経済的な苦しみが含まれていたものが２という報告を受けている

ところです。実際に「コロナでパートナーや夫が家にいるので」という枕言葉がついた相
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談は、現実的に増えてきているということを、情報交換の中でも感じております。 

 事務局からは以上でございます。 

○部会長 では、館長、お願いします。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 らぷらすの相談も、今、係長がおっしゃったとお

りで、増えているのはそういう内容のものでございます。 

 それからサポートグループですが、もうここ２年ほど、どういう形がよいかと、例えば

子ども家庭支援センターなどの相談員たちとも、サポートグループにこういう方に集って

もらったらよいのではないかという方については、こちらに情報提供していただいて、グ

ループをつくろうということでやっております。 

 当初は、お申込みが４人だったりするのですが、当日いらっしゃらなかったり、そうい

うキャンセルが多いということが一つはあります。 

 それから、通常、サポートグループは、２週間に１回ずつ集まるとかして、継続的に６

回でワンクールということでやり取りしているのですが、今そういうことをやりかけたの

ですが、なかなか継続していらっしゃるということが難しいので、単発でやっているので

すね。そうすると、仲間というような形での集まりができないので、そこでもいらっしゃ

りにくいのかなと思っています。これはまさしく課題ですので、ほかの男女センターのや

り方なども参考にして、今年度もう少ししっかり考えていきたいと思っております。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 実は時間を過ぎておりますので、もう御質問を受ける余裕はあまりないのですが、どう

してもという御質問がございましたらお願いします。 

 よろしいですか。よろしければ、申し訳ないですが、次に次第３、その他に移ります。 

 本日の内容に関して、あるいはその他のことでも結構ですが、御意見等ありましたらお

願いいたします。情報提供その他で結構ですので、委員の方、何かございますか。 

 よろしいですか。特にないようでしたら、課長、事務局でいかがでしょうか。 

○人権・男女共同参画担当課長 一昨日、メールで皆様にはお送りしているのですが、実

は生活文化政策部は今の本庁舎から場所を移転します。８月３日月曜日からは、ここにご

ざいます梅丘分庁舎という、梅ヶ丘の駅から５分以内のすぐのところですが、そちらに移

転します。電話番号も変わりますので、皆様にお送りしたもので電話番号等をお確かめく

ださい。引き続きよろしくお願いいたします。以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。 
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 では、これで議事は全て終了いたしました。時間も迫ってまいりましたので、この後の

進行は事務局に戻させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○人権・男女共同参画担当課長 皆様、御意見等ありがとうございました。本日いただい

た御議論を踏まえて、今後、調査を、内容を詰めてまいります。また、配偶者等暴力被害

者支援の取組みに関しても御意見をいただきましたことを参考にしながら、今後も子ども

家庭支援センター等と進めてまいります。 

 皆様には、先ほどもいただきましたが、追加の御意見等ございましたら、一緒に同封し

ております質問票またはメールでも結構ですので、事務局までお送りいただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 第２回は８月24日を予定しております。再びオンラインで開催しますので、またよろし

くお願いいたします。 

 本日は大変長時間になりました。ありがとうございました。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

午後４時29分閉会 


